
地域 店舗名 郵便番号 住所

ラウンドワンスタジアム旭川店 079-8413 北海道旭川市永山3条1丁目4番7号

ＧａｍｅＦｉｅｌｄ旭川駅前店 070-0030 北海道旭川市宮下通7丁目2番5号 ｲｵﾝﾓｰﾙ旭川駅前4F

遊戯街ロマン通り旭川西 070-0823 北海道旭川市緑町23-2161-3  ｲｵﾝﾓｰﾙ旭川西3F

タイトーステーション　イオンモール釧路昭和店 084-0902 北海道釧路市昭和中央4-18-1  ｲｵﾝﾓｰﾙ釧路昭和2F

ラウンドワン札幌すすきの店 064-0805 北海道札幌市中央区南五条西三丁目6番地1

ＶＥＧＡＧＩＯ狸小路店 060-0062 北海道札幌市中央区南二条西4丁目6  1F

ラウンドワンスタジアム札幌北２１条店 065-0021 北海道札幌市東区北21条東1丁目1番21号

キャッツアイミュンヘン大橋店 062-0931 北海道札幌市豊平区平岸一条23丁目801-1

キャッツアイ篠路店 002-8021 北海道札幌市北区篠路1条4丁目6-30

ディノスパーク　苫小牧 053-0053 北海道苫小牧市柳町3-1-20ｲｵﾝﾓｰﾙ苫小牧2F

ラウンドワンスタジアム函館店 041-0824 北海道函館市西桔梗町848番地11

ＡＭスペースＢＡＧＩＢＡＧＩ 027-0081 岩手県宮古市新川町3-17

ラウンドワンスタジアム盛岡店 020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通2丁目10-35

ゲームフィールド仙台長町店 982-0011 宮城県仙台市太白区長町7丁目20番3号 ｻﾞ･ﾓｰﾙ仙台長町店3F

ゲームゾーントレジャービッグトレイル　　　　　　　　　　　 996-0000 山形県新庄市金沢沖1068 ZEST新庄店内                 

ラウンドワンスタジアム秋田店 010-0061 秋田県秋田市卸町1丁目1番2号

プレイランドソピア御所野店 010-1413 秋田県秋田市御所野地蔵田1-1-1  ｲｵﾝ秋田SC2F

リスチャイルド湯沢店 012-0000 秋田県湯沢市上荻生田162 

チーノランド八戸店 031-0042 青森県八戸市十三日町16番地八戸ｽｶｲﾋﾞﾙ6F

ドリームファクトリーいわき店 970-8044 福島県いわき市中央台飯野4-1ﾗﾊﾟｰｸいわき

スーパーノバ会津インター 965-0053 福島県会津若松市町北町上荒久田字宮下142

ラウンドワンスタジアム郡山店 963-8801 福島県郡山市向河原町4番55号

ピンクパンサーつくばみらい店　　 300-2358 茨城県つくばみらい市陽光台1-14-1

ピンクパンサー下妻店　 304-0051 茨城県下妻市小島884-10

ピンクパンサー友部店 309-1716 茨城県笠間市住吉1364−1

ピンクパンサー結城店 307-0001 茨城県結城市結城10520−1

ピンクパンサー　水戸けやき台店 310-0841 茨城県水戸市酒門町3276-1

ラウンドワンスタジアム前橋店 379-2154 群馬県前橋市天川大島町1101-1

エブリテデイ　ドン・キホーテ太田 373-0851 群馬県太田市飯田町1404-1 ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ太田店内 1F

ウエアハウス岩槻店　 339-0056 埼玉県さいたま市岩槻区加倉3-3-63

ウエアハウス三橋店　 331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋6-955-1

ｎａｍｃｏイオンレイクタウン店 343-0828 埼玉県越谷市ﾚｲｸﾀｳﾝ3丁目1番地1ｲｵﾝﾚｲｸﾀｳﾝmori3F

プレイランド　菖蒲店 346-0106 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005番地1 ﾓﾗｰｼﾞｭ菖蒲3F

ラウンドワンスタジアムららぽーと新三郷店 341-8550 埼玉県三郷市新三郷ららｼﾃｨ3丁目1-1ららぽｰと新三郷 2階 20000番

ラウンドワンさいたま・上里店 369-0301 埼玉県児玉郡上里町大字金久保394-1

ラウンドワンスタジアム上尾店 362-0011 埼玉県上尾市大字平塚917番地1

ＡＭモナコ川越１号店 350-0043 埼玉県川越市新富町2-4-1関口池田ﾋﾞﾙ1F

アミューズメントベネクス川越 350-0032 埼玉県川越市大仙波340-1    

ソユーゲームフィールド　川口店 332-0033 埼玉県川口市並木元町1番79号 ｱﾘｵ川口3F

ラウンドワンスタジアム朝霞店 351-0014 埼玉県朝霞市膝折町2丁目16-10

ウエアハウス草加店　 340-0831 埼玉県八潮市南後谷507

ラウンドワン横浜綱島店 222-0001 神奈川県横浜市港北区樽町2-6-40 T-PLATZ

ラウンドワン横浜西口駅 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸2-8-16

セガ　横浜中華街 231-0023 神奈川県横浜市中区山下町80-1

キラキラＡｓｏｂｏｘベイタウン本牧店 231-0821 神奈川県横浜市中区本牧原12  

ドラマ港北インターＡＭ 224-0045 神奈川県横浜市都筑区東方町321-6

ＡＭ　ＰＩＡ　川崎モアーズ 210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町7番地  岡田屋ﾓｱｰｽﾞ1･2階

ドラマ　　藤沢店 251-0875 神奈川県藤沢市本藤沢5-6-8

キラキラＡｓｏｂｏｘ大雄山ヴェルミ店 250-0105 神奈川県南足柄市関本569ヴｪﾙﾐ2  3F                   

アミューズメントパーク　ベネクス平塚店 254-0014 神奈川県平塚市四之宮6-10-27   

ラウンドワンららぽーと湘南平塚店 254-8510 神奈川県平塚市天沼10-1 3階

アミューズメントランドＹＡＺ　平塚店 254-0013 神奈川県平塚市田村1丁目4−26

ラウンドワン市原店 290-0062 千葉県市原市八幡北町三丁目5番1

ＮＩＣＯＰＡマリンピア店 261-0004 千葉県千葉市美浜区高洲3丁目13番1号ｲｵﾝﾏﾘﾝﾋﾟｱ4F

ラウンドワンスタジアム アリオ柏店 277-0922 千葉県柏市大島田950-1

ラウンドワンスタジアムダイバーシティ東京　プラザ店 135-0064 東京都江東区青海(あおみ)1丁目1番10号 ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ東京 ﾌﾟﾗｻﾞ 6階

ラウンドワン南砂店 136-0076 東京都江東区南砂六丁目7番15号 ﾄﾋﾟﾚｯｸﾌﾟﾗｻﾞ

東京レジャーランドお台場メディアージュ店 135-0091 東京都港区台場1-7-1ﾒﾃﾞｨｱｰｼﾞｭ4F

タイトーステーション　渋谷店 150-0002 東京都渋谷区渋谷1-24-12  渋谷東映ﾌﾟﾗｻﾞ

タイトーステーション　新宿東口店 160-0022 東京都新宿区新宿3-22-7  指田ﾋﾞﾙ

ドラマ下北沢ＰＡＲＴ１店 155-0031 東京都世田谷区北沢2-12-16

ドラマ瑞穂店 190-1213 東京都西多摩郡瑞穂町武蔵382-1

ウエアハウス入谷店　 121-0836 東京都足立区入谷7-8-111F

アムネット　五反田店 141-0031 東京都品川区西五反田1-27-5NA五反田ﾋﾞﾙ

ラウンドワン府中本町駅前店 183-0027 東京都府中市本町1丁目13番3号

タイトーステーション　池袋西口店 171-0021 東京都豊島区西池袋1-15-9  

タイトーステーション　池袋ロサ店 171-0021 東京都豊島区西池袋1-37-12  ﾛｻ会館1F

ラウンドワン池袋店 170-0013 東京都豊島区東池袋一丁目14番1号 池袋ｽｸｴｱ

ラウンドワンスタジアム宇都宮店 321-0102 栃木県宇都宮市江曽島町2072-1

レインボー宇都宮 321-0933 栃木県宇都宮市簗瀬町1865-1ｶﾙﾏｰﾚ宇都宮2Fｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

ドラマ　足利店 326-0823 栃木県足利市朝倉町244-1

ポート24幸田店 444-0111 愛知県額田郡幸田町高力字沖原15ｶﾒﾘｱｶﾞｰﾃﾞﾝ幸田内 

ラウンドワンスタジアム半田店 475-0828 愛知県半田市瑞穂町6丁目7番地の8

ラウンドワンスタジアム豊橋店 441-3147 愛知県豊橋市大岩町字岩田27番地-2

北山バッティングセンター 441-8105 愛知県豊橋市北山町字西ノ原40-20

ラウンドワンスタジアム名古屋西春店 481-0035 愛知県北名古屋市宇福寺神明15番地

楽市街道　名古屋店 481-0045 愛知県北名古屋市中之郷神明45番1

ラウンドワンスタジアム中川１号線店 454-0859 愛知県名古屋市中川区法蔵町2丁目23番

ラウンドワンモレラ岐阜店 501-0497 岐阜県本巣市三橋1100

ラウンドワン山梨・石和店 406-0035 山梨県笛吹市石和町広瀬737番1

ラウンドワンスタジアム新潟店 950-0954 新潟県新潟市中央区美咲町2丁目1番38号

アピナ長岡店 940-2026 新潟県長岡市堺東町22

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　ＢｉＶｉ沼津店 410-0801 静岡県沼津市大手町1-1-5

ラウンドワンスタジアム浜松店 435-0052 静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981番17

ラウンドワン富士店 417-0024 静岡県富士市八代町4番15号

バイパスレジャーランド加賀店 922-0303 石川県加賀市箱宮町ｦ1-1

ラウンドワンスタジアム金沢店 921-8163 石川県金沢市横川6丁目120-1

バイパスレジャーランド藤江新館店 920-0346 石川県金沢市藤江南2-105

アピナ伊那店 396-0021 長野県伊那市西町5093

アピナ佐久インター店 385-0023 長野県佐久市岩村田北1-13-1

ゲームスポット２０７ 933-0856 富山県高岡市鐘紡町1655-3

アピナ富山新庄店 930-0982 富山県富山市荒川3-2-12

フクイレジャーランドワイプラザ店 910-0832 福井県福井市新保町7-9-1ﾔｽｻｷﾜｲﾌﾟﾗｻﾞB棟2F

ラウンドワン京都河原町店 604-8032 京都府京都市中京区河原町通三条下る山崎町250番地

ゲームパニック京都 604-8035 京都府京都市中京区新京極三条下る桜之町415  MOVIX京都別館

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　ＢｉＶｉ京都二条店 604-8415 京都府京都市中京区西ﾉ京栂尾町107番地

ラウンドワンスタジアム京都伏見店 612-8387 京都府京都市伏見区下鳥羽平塚町131

ＹＡＺ　ＷＯＲＬＤ　四日市店 510-0883 三重県四日市市泊小柳町4-34

タイトーＦステーション　イオン近江八幡店 523-0898 滋賀県近江八幡市鷹飼町南3丁目7番地  ｲｵﾝ近江八幡 2番街 1階

滋賀レジャーランド大津店 520-0801 滋賀県大津市におの浜3-1-43 ｲｵﾝｽｸｴｱｱﾔﾊﾌﾟﾗｻﾞ内

ラウンドワンスタジアム浜大津アーカス店 520-0041 滋賀県大津市浜町2番1号浜大津ｱｰｶｽ4F

ラウンドワンスタジアム堺駅前店 590-0985 大阪府堺市堺区戎島町4-44-3

ゲームパニック堺 590-0901 大阪府堺市堺区築港八幡町1番地1 堺浜えんため館

ラウンドワンスタジアム堺中央環状店 599-8102 大阪府堺市東区石原町2-241

エンターテイメントフィールド　ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ店 565-0826 大阪府吹田市千里万博公園2-1ららぽｰとEXPOCITY 3F

ＭＥＣＨＡ天保山店 552-0022 大阪府大阪市港区海岸通1-1-10 天保山ﾏｰｹｯﾄﾌﾟﾚｲｽ内

ラウンドワンスタジアム城東放出店 536-0003 大阪府大阪市城東区今福南3-4-38

楽市楽座　イオンモール大阪ドーム店 550-0023 大阪府大阪市西区千代崎3丁目13-1

アミューズメントニコニコ 542-0077 大阪府大阪市中央区道頓堀1-6-12ﾆｺｰﾋﾞﾙ1F 

アルカブース 542-0071 大阪府大阪市中央区道頓堀1丁目6−9

ラウンドワン北心斎店 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3丁目6番18号

ラウンドワンスタジアム千日前店 542-0076 大阪府大阪市中央区難波1丁目3番1号

ゲームポイント　シャトーＥＸ 534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町3-9-3 ｸﾞﾗﾝｼｬﾄｰﾋﾞﾙ1F/2F

ラウンドワン梅田店 530-0018 大阪府大阪市北区小松原町4番16号

アミュージアム茶屋町店 530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町15-34

アテナ日本橋 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中37278

ラウンドワンららぽーと和泉店 594-1157 大阪府和泉市あゆみ野4-4-7 4階

レインボーランド和泉中央店 594-0041 大阪府和泉市いぶき野5丁目1番11号 ｲｽﾞﾐﾔ和泉中央店3階

メガパレス 651-2143 兵庫県神戸市西区丸塚2-9-18

ラウンドワン三宮駅店 651-0088 兵庫県神戸市中央区小野柄通6-1-17

ＶＩＶＯ氷上店 669-3467 兵庫県丹波市氷上町本郷300番地  ゆめﾀｳﾝ2F

ラウンドワン宝塚店 665-0845 兵庫県宝塚市栄町1-14-3

ラウンドワンスタジアム岡山妹尾店 701-0205 岡山県岡山市南区妹尾3413番地1

タイトーステーション　広島本通店 730-0035 広島県広島市中区本通3-5  せらかぐ本通ﾋﾞﾙ

ラウンドワン広島店 730-0032 広島県広島市中区立町3-11

アミパラここじゃ店 739-0044 広島県東広島市西条町下見6-10-19山手電機内

スペース　Ｖ１廿日市店 738-0015 広島県廿日市市本町4−23

お宝買取団　高松店 761-0101 香川県高松市春日町16-1

アミュージアム周南店 744-0025 山口県下松市中央町21-3THE MALL周南3F

てくもぴあ阿知須店 754-1277 山口県山口市阿知須4825-1 ｻﾝﾊﾟｰｸあじす2階

アミパラ　　がいな店 683-0803 鳥取県米子市日ﾉ出町1丁目8-13

ＴＳＵＴＡＹＡ弓ケ浜店　 683-0851 鳥取県米子市夜見町2937-3

ラウンドワンスタジアム宮崎店 880-0904 宮崎県宮崎市中村東3丁目4-60

ラウンドワンスタジアム佐賀店 849-0915 佐賀県佐賀市兵庫北四丁目2番1号

楽市楽座　鳥栖店 841-0026 佐賀県鳥栖市本鳥栖町537−1 ﾌﾚｽﾎﾟ鳥栖 2F からだ110 ﾌﾚｽﾎﾟ鳥栖院

楽市楽座イオンタウン姶良店 899-5431 鹿児島県姶良市西餅田264−1

ソニックワールド大村 856-0817 長崎県大村市古賀島町383-1

ラウンドワン福岡天神店 810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-6-12

タイトーステーション　キャナルシティ博多店 812-0018 福岡県福岡市博多区住吉1-2-22  ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多4F

ラウンドワンスタジアム博多・半道橋店 812-0897 福岡県福岡市博多区半道橋2丁目2番8号

ラウンドワンスタジアム小倉店 803-0801 福岡県北九州市小倉北区西港町15-65

沖縄 ラウンドワンスタジアム沖縄・宜野湾店 901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜3丁目28番8号

近畿

中四国

九州

『ted2 黒バンダナぬいぐるみXL プレミアム』 導入店一覧
※導入のタイミングは店舗によって異なります。

※景品は無くなり次第終了となります。予めご了承ください。
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北陸東海


